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令和２年度事業報告にあたり
                    代表理事 杉本彰子

令和 2年度は新型コロナ感染症にはじまり、コロナ禍は世界中で歴史上に残る死者を

出し、とどまることを知りませんでした。

特に、中国の武漢で最初に新型コロナ感染報道直後、すぐに都市が封鎖というニュー

スは不気味で、人々に不安を与えた事をつい最近の記憶として残っています。令和 2

年度は私達の生活様式を一変させました。活き生きネットワークの各事業所の利用者

さんや会員さん、また仲間達を護り、少しでも普段通りに安心してお過ごしいただく

ため、それぞれに創意工夫をしました。ただ新型コロナ対策は事業部ごとの特性があ

ることから、スタッフ提案や報告に感心もありつつ、よく大丈夫だったとヒヤヒヤし

たこともありました。なんとか1年間無事に過ごすことができたというのが実情です。

一方イベント関連は中止、延期が大部分となりました。一部静岡市緊急サポートセン

ターの登録会や研修会は感染対策をして行いました。また 11 月にフリーマーケット

を開かせていただきました。デイサービス喜楽庭ではなく、事務所隣地駐車場で行い

ました。来場者さんは登録していただき、体温を計り、リストバンドをしていただき

ました。会員さんのみの広報で規模を縮小しての開催でしたが、しばらく会えなかっ

た会員さんやご近所さんのあたたかい視線と協力体制に混雑なく、触れ合えないのに、

ふれあうことができた、幸せな時間が持てました。

  

またコロナ関連包括支援交付金は最大限活用させていただきました。「飛沫防止パネ

ル」「自動検温・手指消毒器」「空気洗浄機」「トイレ用プラズマクラスター」「ICT 機

器」「車用プラズマクラスター」「送迎車」ほか、本当に助かりました。

ところで、阪神淡路大震災後に誕生した NPO 法人も日本中で活動の輪を広げ、その後

も地震・風水害に見舞われながらも、ネットワークや多くの方々のご支援でそれぞれ

に力強く活動していました。

私達のような福祉系 NPO 法人も、2000 年に始まった介護保険法や総合支援法により、

事業規模も増え人材確保も出来、活動の輪も広がっていきました。

そのような中で、昨年 5月に田中尚輝さんという市民活動の大先生を失いました。彼

は「NPO は、目の前の困った人を助けるためだけに存在するのではない。その人がな

ぜ、そのような立場に立たざるを得ないのかを整理し、その根源を絶っていくことに

NPO の真髄がある」というメッセージを残されました。田中氏は 6 年前に「楽しい生

前葬」を酔狂におこない、楽しんで私も参列させていただきました。

   これからも、何があっても「誰も置き去りにしない」活動をさせていただきます。
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1．事業部門別活動報告

（１）介護保険指定事業

①居宅介護支援事業所（ケアマネジャー） 利用者 60 名(要介護 30 名､要支援 30 名)

超高齢社会の中でも、高齢者さんが自分らしく活き活きと生活できる為に、地域社会全体で支え

ていけるよう、幅広い視野を持って支援させていただきます。

令和 2年度、新型コロナウイルスの影響は様々ありました。感染拡大地域に住まれていたご家族

が利用者さん宅への帰省を自粛されていた期間に自宅で亡くなってしまった方、入院やショート

ステイ利用中、もしくは施設入所された後にご家族と面会ができず寂しい思いをされた方、感染

の不安から他者との接触を控える為にサービスをやめてしまった方、一人暮らしをされていた感

染拡大地域から静岡にいる娘さんのところに一時避難してきたものの、家事等をやらなくてもい

い生活が続いたことで物忘れが進んでしまい、自宅に戻ることが難しくなり、静岡で介護サービ

スを利用されることになった方等、辛いケースや悩むケースが多くありました。ただ、こういう

不安を抱えることが多い時だからこそ、誰かと繋がっていることの大切さを改めて実感し、利用

者さんが孤独な思いをしないよう、訪問以外にもこまめにお電話することを心掛けました。利用

者さんの楽しそうな笑い声を聞き、「頼りになるよ」「あなたと話すと元気になるよ」と言ってい

ただけることで私達にとって何よりのやりがいになりました。

また、要介護認定が厳しくなっていく中で、要介護の方が減少し要支援の方が増加しています。

担当総件数はほぼ前年度と変わらないものの、事業所としての収入はかなり減少しました。です

が、要介護者が増えるということは社会保障費増加の問題もあります。介護予防の為の地域サロ

ンや見守りサービス、民間のサービス等のインフォーマルサービスも紹介させていただき、利用

される方も増えてきています。今後も積極的にプランに取り入れていく為に、社会資源の発掘に

も力を入れていきます。

＜居宅介護支援＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2 年

ケアプラン作成（件）

要介護 443 444 360

要支援 175 215 302

計 618 659 662

相談件数 11 18 25

認定調査件数 0 6 22

   

         

               

現在のケアマネジャーです アセスメントではニーズを引

き出します
月に 1 回モニタリングを行います
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栄養バランスの良い食事を調理します 出来上がりましたよ！

②訪問介護事業所           契約者 27 名（要介護 13 名、要支援 14 名）

真心と思いやりを持ったサービスで、皆さまが「笑顔で自分らしく」暮らしていけるようにお手

伝いさせていただきます。

令和 2年度は新規の方が 7名おられました。そのうち 6 名が要支援の方で、掃除や買物等の生活

援助中心の支援でした。中にはご自宅が不衛生で転倒のリスクが大きい状態にある方がおられ、

ヘルパーが入れる環境を整える為の大掃除の必要がありましたが、本事業で対応するなど、柔軟

に対応させていただきました。その他は、要介護 4の車椅子の方で、デイサービスから帰宅時の

迎え入れを行い、排泄確認、水分補給、布団への移乗介助の支援で、当初はコミュニケーション

が取りずらい方で困難な面もありましたが、少しずつ顔を覚えてもらい信頼関係を築いていくこ

とで笑顔も多くなっていきました。また他部門のスタッフにも協力してもらいました。トイレ介

助の際、2 名体制になることもあり、今後についてはご家族、ケアマネと相談していこうと思い

ます。また要支援の方で、身体の状態が悪化し要介護となった方が 2名おられました。今までの

掃除、買物の支援から入浴介助が追加され、本人もご家族も「これで安心して入れる」と喜んで

くださいました。

ヘルパーの入れ替わりも多く、コロナの影響で休職したいと申し出た方、腰痛が悪化し手術をす

ることになった方、突然の病気や家庭の事情など様々な理由で長年勤務してくれていたベテラン

のヘルパーさんが離職することになり、その後のコーディネートに苦慮しましたが、新規のヘル

パーさんも 2名入り、また復帰してくれるヘルパーさんもいて、なんとか今までと変わらず支援

に入ることができました。

また新型コロナウイルスの影響で、ご家族に支援の協力をお願いした利用者さんもいましたが、

特にトラブルになることもなく、現在もご家族等と連絡をとりながら支援させていただいており

ます。また毎月 1回開催していたヘルパーの為の研修会も半分は中止となりましたが、リモート

研修なども今後は活用していき、ヘルパーの資質向上に努めていこうと思います。

＜訪問介護＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2 年

要介護（人） 227 191 136

要支援（人） 164 171 176

利用者数（人） 391 362 312

要介護（件） 2,827 2,132 1,733

要支援（件） 1,123 1,152 1,202

件数（件） 3,950 3,284 2,935

サービス提供責任者
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③地域密着型通所介護･通所介護相当サービス「うめの木」(喜楽庭 1 階､契約者 11 名)

うめの木の利用者さんは、日頃から子供達と共に活動をして過ごしています。利用者さんが残存

能力を発揮でき、機能低下を招かないよう支援します。ひとりひとりが主役になれる活動をして

いきます。

令和 2年度は利用者さんの人数が 3名減り、新規の方が 2名増えました。

新型コロナウイルスの感染が広がってきたため、車を使った遠出の外出や、回転寿司等への外食

が出来なくなるなど、利用者さんが楽しみにされていた行事も行えなくなりました。ですが 4月

には、近くの城北公園に桜を見にお散歩に出掛け、満開のしだれ桜を見て感激されていました。

8 月には密を避けるために、合同での夏祭りをやめ、高齢者さんのみで行いました。1 日だけで

まとめずに、夏祭りウィークとして分散して行いました。射的やスマートボールなど、道具をお

借りして本格的に開催しました。

梅の咲く頃には、喜楽庭でお抹茶を飲みながらお花見をし、節分の日になるとスタッフが鬼に扮

して豆まきを行いました。皆さん日頃のコロナ禍でのストレスを発散するかのように、ボールを

ぶつけられていました。遠出の外出はできなくなりましたが、その分お散歩に出掛けたり、室内

での季節の工作などを行ったりしました。

感染対策の面では机の間隔を空ける、飛沫防止のパーテーションを設置、トイレや送迎車にイオ

ン発生器を取り付けるなど、対策を図りました。

コロナ禍ではありますが、感染予防をしっかりと行いながら、日々のレクリエーションや季節の

行事を行い、沢山の笑顔を見ることができました。

＜地域密着型通所介護＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

利用者数（人） 201 177 130

件数（件） 2,199 1,942 1,732

  

喜楽庭オリンピックお花見をしました喜楽庭の鬼です

桜を見に城北公園へお散歩
新年会の様子です



5

大きないちごが出来ました

いちご狩り楽しかったです

④認知症対応型通所介護事業所「もちの木」   （喜楽庭 1 階、契約者 3名）

もちの木は、色々な個性を持たれた方が来所されています。お互いを認め合える関係性を大切

に、皆さんが安心して過ごせる居場所作りをしています。日常的に身体と頭を動かしていただ

くよう、コグニサイズやお散歩をかねた外出、季節の行事、おやつ作りなど積極的に行ってい

ます。

令和 2年度は、入所された方がおられ利用人数は減少となりました。コロナ禍での開所というこ

ともあり、予防をしながらの活動でした。皆さん認知症状の違いはありますが、個性を大切に、

楽しんで活動できるよう過ごしました。日々の活動では何をやりたいのかをお聞きして、可能な

限り寄り添い活動しました。評判が良かった活動は、庭で季節の野菜等を栽培したことでした。

初めていちごにもチャレンジしました。毎日水やりを行い、出来上がったトマトでピザ作りを行

い、いちご狩りをして、おやつにしました。自分で作ることや食べることが楽しくて、普段家で

はできない体験ができ、またやりたいと喜ばれていました。ご家族からは、「最近何だか嬉しそう

で、いつもより雰囲気が明るくなった」と、家で過ごす様子も変わってきているとのことでした。

大人数で行う季節の行事等はできませんでしたが、コロナ予防をして楽しむにはどうしたら良い

か話し合い、一人ずつ競い合うゲームを取り入れたらどうかと、企画をしました。競い合ったこ

とで行事も盛り上がり、うめの木とも一体感を持つことができました。認知症状が重く、理解力

も低下され落ち着かない方は、個別でお散歩に出掛けたり、子供たちと交流をしたり、場面を変

えて対応させていただきました。最近では笑顔が増えて、落ち着いて利用されています。また玄

関のクッションを作り変えるため、針仕事を行いました。細かい作業はどうかと思いましたが、

縫う場所を分かりやすくラインを引いて一緒にやってみると、とても丁寧に、綺麗に縫ってくだ

さいました。若い頃に和裁をされていた手つきを覚えているようでした。今では「ちょっと手伝

って下さい」とお願いをすると、「はいよ」と張り切ってお手伝いしてくださっています。1 年間

皆さんが自分らしく、楽しんで過ごせたことがとても良かったと思います。

今後も、皆さんと一緒になって楽しむ為の工夫をして活動をしていきます。

＜認知症対応型通所介護＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

利用者数（人）      52      45 36

件数（件） 459 391 271

          

枝豆の下処理茹でたてを

おやつにしました
裁縫お上手ですおやつのピザ作り
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⑤訪問看護ステーション事業所「あんどう」 （もぐもぐ 2 階 契約者 17 名）

※介護保険指定事業所、医療保険指定事業所

在宅療養をしている高齢者さん､障がい者さん等のご自宅に、看護師、理学療法士等が医師の指

示のもとお伺いして、療養や健康維持のお手伝いをしています。高齢者さんの介護保険、障がい

者さんの医療保険に対応しています。

令和 2年度は管理者変更と同時に新型コロナウイルス感染症に振り回された一年でした。流行初

期には訪問を担当制にし、スタッフが感染した時を考え、他の訪問看護ステーションと連携し体

制を整えました。徐々に感染症対策も確立し、コロナ禍の訪問も少しずつ慣れていきました。静

岡市でもクラスターがいくつも発生した為、他の訪問看護ステーションが利用できなくなり、ご

家族から「困っているから来てほしい」と依頼されることがありました。ご本人やご家族が感染

者や濃厚接触者ではないことを確認し、スタッフは防護具を付けて訪問しました。見慣れない防

護服に恐怖心を抱き泣いてしまう利用者さんを見て、心が痛み早く日常が戻ることを願いました。

ご家族からは「来てもらえてよかった」という言葉をいただきました。

また勉強会もリモートに変わり、オンライン研修に参加しました。訪問看護ステーション協議会

主催の地域交流会にも参加し、3 つのステーションが集まり、事例検討を行いました。私たちが

行ってきた看護を振り返る機会になりましたし、他の訪問看護ステーションの方々とお話しをす

ることがほとんどないので、とても良い機会になりました。

この 1年で医療保険の契約者が 5 人、介護保険は 3人増えており、件数もそれに伴って増えまし

た。初めて乳児の支援に入らせてもらい、成長とともに支援内容も変更していきました。これか

らも個々のケースに合った支援を継続していくように心掛けていきます。

＜訪問看護ステーション＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2 年

利用者数（人） 123 148 157

件数（件） 655 739 913

  

赤い車で伺います 笑顔に癒されます

今日の体調はどうかな?

バイタルチェック

足湯で温まってくださいね
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（２）総合支援法指定事業

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護  

＜居宅介護＞                            （契約者 24 名）

10 代～60 代までの知的障がい・身体障がい・難病の方が利用されています。居宅介護のなか

に身体介護と家事援助があります。身体介護は入浴、排せつ、食事の介助など直接介助する支

援で、家事援助は掃除、洗濯、調理などの支援になります。

令和 2年度は、定期的に利用している方に必要とされる支援を提供できるように相談しながら

支援内容をその都度変更し、サポートを行ってきました。                

特に難治性ネフローゼ症候群の方ですが、8月に急遽入院となり人工透析の為の手術を受ける

ことになりました。退院後は今までと生活のスタイルが変わる為、生活して行く上で必要なサ

ポートは何か、何度も計画相談員さんやヘルパー、代表、訪問看護の看護師も同席して会議を

開きました。「この方のためなら」と、以前活き生きのヘルパーだった方も復職してくれまし

た。首からの透析で一時期順調でしたが、感染症で再度入院。10 月にシャントの再手術。退院

後は感染予防のための徹底した清掃を心掛け、この半年でだいぶ落ち着き、現在は訪問看護ス

テーションあんどうの看護師と報告を密にしながら、ヘルパーや看護師が入らなくても大丈夫

な日が少しずつ増えてきました。                           

昨年に続き感染予防の為、ヘルパーに対してマスクやフェイスシールドの提供をし、利用者さ

ん宅に訪問の際はヘルパーのマスク、エプロンの着用や訪問前後の石鹸と流水による手洗いう

がいの実施を徹底し、家事援助の支援に入っている利用者さん宅にはテーブル、イス、ドア等

手で触れる箇所を消毒するための消毒用エタノールをボトルに入れ個別に配布させてもらい、

ヘルパーが活用し消毒が無くなれば、事務所で補充して継続的に利用してきました。今後も続

けていきたいと思います。

＜居宅介護＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

利用者数（人） 165 162 161

件数（件） 1,438 1,464 1,981

体調など困っていることはないか伺い

ます

家事援助を行っています 身体介護(食事介助です)
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＜重度訪問介護＞                          （契約者 1名）

重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障がい者に、居宅において入浴、排せつ及び食事等

の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事全般の支援と移動中の介護などの支援を行います。

契約者は 20 代の男性 1 人で、昨年に引き続き週 1 回の夕方の入浴介助（男性ヘルパー対応）と

週 2回の朝の食事・歯みがき・更衣・服薬介助（女性ヘルパー対応）の支援を事故などもなく安

全に提供することができました。この方は体格が良く、肢体不自由なので支えるのも大変な方で

す。1 人のヘルパーが入浴介助の支援を行っていましたが、昨年度新たに 2 名の男性ヘルパーを

確保できました。今後時間調整をして、同行研修をする予定です。重度の方の支援では、交代要

員がいないと急な依頼に応じることが困難な為、新しいヘルパーも加わり依頼に応じられるよう

になりそうです。

＜同行援護＞                           （契約者 22 名）

同行援護は、移動に著しい困難を有する視覚障がいのある方の外出・代筆・代読の支援をします。

令和 2年度の目標のひとつであった、高齢の利用者さんのケアマネージャーの方と報告、相談を

しながら、事故のないよう安全な支援につなげることができました。そしてもう 1 つの目標であ

った資格取得ですが、新規に 1名がサービス提供責任者になれる同行援護従業者養成研修応用課

程の資格を取得することができました。今後活躍してくれることと思います。

支援依頼の内容は、例年同様に買い物、市役所や銀行などの手続きに関する代筆代読、通院介助

が多かったです。コンサートなどは新型コロナウイルスが流行してからは、利用の予約をしても

コンサートの主催者側が開催間際に中止をされることもあり、急遽予定を変更し、利用自体キャ

ンセルになることもありました。

＜同行援護＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

利用者数（人） 258 235 174

件数（件） 1,149 1,052 1,061

＜重度訪問介護＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2 年

利用者数（人） 5 12 12

件数（件） 24 81 146

嚥下に注意しながら食事介助です 口腔ケア 筋肉が固まらないようストレッチします

支援中は事故のないよう、細かく声掛けをして外出します
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②生活介護(喜楽園成人部)        （喜楽庭 2 階 契約者 15 名）

就労が困難な 18 才以上の療育手帳所持者を対象とした施設です。少人数で家庭的な雰囲気の中

で、その方に合ったいろいろな活動を提供していきます。

令和 2 年度は新型コロナ対策に追われた 1 年でした。4 月の緊急事態宣言を受けて、席の配置を

工夫し、飛沫防止のパーテーションを設置するなどの感染予防策をとりました。また、利用者さ

んやご家族にも利用の自粛や送迎などの協力を頂きました。緊急事態宣言が解かれた後も慎重な

活動を心掛け、計画していた外出活動の殆どは中止にせざるを得ませんでした。がっかりする利

用者さんの顔を見るたび心を痛めましたが、制限がある中で、できる限りの知恵を出し、楽しん

でいただこうと様々な試みを行いました。室内活動として、新たにアイロンビーズを始めました。

細かい作業ですが、皆さん集中して取り組み、マグネットやキーホルダーなど多くの作品を完成

させ、11 月に開催されたフリーマーケットに商品として出品させていただきました。商品化され

た作品を見てとても嬉しそうな表情を浮かべていました。

その他に音楽レクや脳トレなど、感染対策をして距離をとりながらも一体感を味わえるよう工夫

し、楽しんでいただきました。

又、他部署や地域への貢献を目的とした活動として、洗車や散歩をしながらのごみ拾い、庭や近

隣の掃除を行いました。

様々な面で対応に苦心し、利用者さんにも負担をかけることもありました。しかし、コロナ禍で

あったからこそ、新たな支援の方法に気付くことができ、スタッフが協力し、利用者さんに喜ん

でいただけるように努力する支援の原点を、見つめなおすことができた 1年でした。

<生活介護> 平成 30 年 令和元年 令和 2 年

利用者数（人） 180 192 181

件数（件） 2,153 2,201 1,983

手作り飛沫防パネル

塗り絵がブームになりました♪

色々なアイロンビーズを作成しました！

音楽レクリエーション

規模は縮小しましたが

クリスマス会はとても盛り上がりました！

庭の掃除や水やりは

喜楽庭の皆さんに喜ばれています
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（３）地域支援事業

①移動支援（地域生活支援）               （契約者 73 名）

10 代～50 代までの幅広い年齢層の知的障がい、身体障がいの方の外出支援をしています。利用

者が住んでいる地域での生活を豊かにするために、映画鑑賞やボーリングなどの余暇活動、市役

所や銀行の手続き、買い物、理美容院の利用など、生活に必要不可欠な外出支援を行っています。

令和 2年度は新型コロナウイルスの流行で、利用者数や利用件数は基礎疾患をお持ちの方の自粛

が続き、減少しました。依頼の中にはカラオケを希望される方も多く、支援に行く際には、特に

注意を払い、常に利用者さんの手洗いや手指消毒の徹底を行いました。体調を崩す利用者さんや

ヘルパーもなく、無事に支援を提供することができました。今後もまだまだ新型コロナウイルス

感染症の流行が続くと思いますので、気を緩むことなく、予防に努めていきたいと思います。

令和 2 年度に目標として掲げていた初任者研修の資格取得については、1 年間で 4 名の方が取得

できました。今後、移動支援の依頼を受けてもらえるよう調整していきたいと思います。医療的

ケア児の依頼に関しては対応可能なスタッフを確保し、少しずつ利用が増えてきました。引き続

き安全で楽しいご利用ができるよう努めていきます。

＜移動支援＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

利用者数（人） 395 400 293

件数（件） 826 789 628

移動支援のようす♪ バスに乗ったり、外食したり、支払いの練習をしたり、外出を楽しみます

家族以外の人と外出をし、社会活動に参加することで、少しでも自分でできることを増やします
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（４）児童福祉法

①放課後等デイサービス・児童発達支援（知的障がい児対応）わくわく

(くすくす､契約者 35 名：児童発達 6名､放デイ 23 名)

遊びや活動を通して 1人 1 人の個性を生かし、笑顔あふれる療育を目指しています。

令和 2 年度は休校、分散登校と異例なスタートから始まり、スタッフも探り探りの支援でした。

年度当初は、公園遊具の使用も自粛し、遊具を横目に「コロナだから」と必死に気持ちを整理す

る子どもたちの姿がとても切なかったです。限られた中でも子どもたちの楽しい気持ちが失われ

ないようにと、スタッフ一同いろいろな遊びや学びを調べて提案し、室内だからこそのプリント

学習を始めました。ひらがな練習や色塗り、シール貼りなど、種類をいくつか用意し、個々に合

った内容で「これならできそう」という気持ちを掻き立て、学びや自信に繋げたいと支援しまし

た。動きたくてたまらない子どもたちが室内でも発散ができるように、力いっぱい叩くことがで

きる風船バレー、サッカー、跳び箱を使った一人運動会等、スタッフの引き出しも増えました。

それでも一番子供たちが輝くのは感触遊びです。スライムや水遊び、泡プール、小麦粉粘土、ク

ッキング等、取り掛かると夢中になって遊びだし、コロナ禍を忘れてしまう程いい表情をしてく

れました。様々な遊びをやっていくうちに、感染症に対して気をつけるポイントを押さえればや

ることは変わらないんだということを学びました。そして子どもたちは、大人が思う以上に新し

い生活様式に対応していくことができ、習慣化し、自分たちで遊びを作りだしました。マスクや

人との距離を取ることが難しい子どもとコロナと、どう共生していくか悩むことも多かったです

が、できることをやっていこうと互いに割り切ることを知り、コロナがなければ気付かなかった

こともたくさんありました。マイナスばかりでなかったことをすごく感じています。子どもたち

もスタッフも葛藤しながらも、新たな楽しみや発見があった一年でした。

＜わくわく＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

<放課後等デイサービス>
利用者数(人） 385 321 211

件数（件） 2,193 1,933 1,465

<児童発達支援>
利用者数(人） 96 63 61

件数（件） 542 284 330

洗濯バサミで指先の運動 小麦粉粘土で不思議な感触～ お水大好き！ プチ夏祭りでゼリーすくい！
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②放課後等デイサービス･児童発達支援・生活介護（重症心身障がい児対応）るんるん            

（くすくす、契約者 16 名：児童発達 2 名､放デイ 14 名､生活介護 0 名)

ひとりひとりに合わせたプログラムで、集団での生活や遊びを共にし、社会性を育てています。

令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症とどのように向き合いながら保育を充実させていくの

かを考える良い機会となりました。るんるん内の消毒やスタッフの意識の持ち方は、とても学び

の深いものとなりました。ご家族には、送迎のご協力をお願いし、手洗いや消毒検温を日々の保

育の中に当たり前のこととして定着させていきながら、普段通りにリラックスして過ごすことの

大切さを改めて感じた一年となりました。少数の中でも実施ができた夏祭りやおやつ作り、節分

の鬼退治等、ご利用者さんが喜ぶ笑顔を見て、スタッフも楽しみを充実させる工夫を探しました。

マスク着用の中でも、ご利用者さんが大好きな歌を歌うと手をたたいて喜んでくれて、ハンモッ

クを笑って乗る子どもの様子にも、心打たれるものがありました。また、声のトーンや表情で気

持ちが和らぐことも実感しました。

令和 2年度から開始した、生活介護のご利用者さんはいらっしゃいませんでした。令和 3年度か

ら利用をしたいというご希望の方が3 名いらっしゃり、学校からの依頼で実習を受け入れ、サー

ビス管理責任者が学校へ様子を見学に行き、今後へ繋げることができました。

＜るんるん＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

放課後等デイサービス

(就学児 7歳～18 歳)

利用者数（人） 180 195 141

件数（件） 1,241 1,230 901

児童発達支援

(未就学児 0 歳～6歳)

利用者数（人） 0 23 15

件数（件） 0 123 30

    

  

   

トランプ、楽しいよ☆ 風船にめがけてエイ！

ハンモックでのんびり～ 夏祭りでの輪投げゲーム 夏の水遊び、楽しんだよ☆

朝の会で絵本読み聞かせ
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③放課後等デイサービス・児童発達支援・生活介護(重症心身障がい児対応)にこにこ              

（事務所隣接、契約者 14 名：児童発達 1 名、放デイ 12 名、生活介護 1名)

1 日 1 日を大切に、日々より多くの笑顔が溢れるよう楽しい時間を過ごせるよう努めています。

新型コロナウイルスの影響で、前年度に引き続き学校が休校になりました。新たな感染症に戸惑

いや怖さを感じながらも、ご家庭の状況に合わせて利用していただきました。

NPO 法人ホスピタルプレイ協会と静岡県立大学短期大学部主催の「コロナ禍という災害に対する

医療的ケア児多職種連携」というミニシンポジウムに、にこにこのスタッフがパネラーとして参

加させていただきました。医療的ケアのある子が直面した困難や、保護者、学校、福祉、医療の

関係・連携をどのように行っていたか、子どもたちの命と暮らしをどのように支援していたか、

関係者が集まり話をしました。「初めての経験でとても緊張しましたが、自分の身の丈を知るこ

とができ、どのようにしたら思いを伝えることができるのか」とても勉強になりました。

感染を防ぐ為に、ほとんど外出しないで自宅で過ごすという利用者さんが数名いました。随時電

話等で様子を確認すると「兄姉もいて助けてくれるから大丈夫」というお声をいただいていまし

たが、その後お母様は無理をしていたようで体調を崩してしまいました。こんな時だからこそ、

もっと寄り添って話をするべきだったと反省しました。その反省を活かし、自主自粛やクラスタ

ー発生により、自宅待機を余儀なくされたご家族に、絵本の読み聞かせや手遊び歌などの動画を

送らせていただき、自宅での時間を少しでも楽しんでいただこうと取り組みました。

＜にこにこ＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2 年

放課後等デイサービス

(就学児 7 歳～18 歳)

利用者数（人） 107 122 114

件数（件） 848 841 937

児童発達支援

(未就学児 0歳～6 歳)

利用者数（人） 36 32 12

件数（件） 239 187 56

生活介護

(19 歳以上～)

利用者数（人） 0 0 4

件数（件） 0 0 4

ゴムギター！上手に音を出すよ

喜楽庭でのお化け屋敷は恐怖

ジェルボール遊び！毎度洗います

城北公園のつつじに癒されます

青空と桜でリラックス

シンポジウムパネラー
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④児童発達支援 「のびっこハウス」        （喜楽庭１階、契約者 15 名）

未就学の知的障がいを持ったお子さんが通所し、遊び活動を通して丈夫な身体を作り、基本的な

生活習慣や社会性を育んでいます。

令和 2年度はコロナ禍になり、職員一同自身の健康管理はもちろんのこと、来訪者や子ども達の

受け入れについてはご家族も含めた健康チェックをして、今まで以上に感染症予防に努め、緊張

感のある日々になりました。活動では室内外で3 密を避け、換気や消毒回数を増やしました。特

に食事中は飛沫感染を防ぐ為にテーブルの配置や座り方、また介助の仕方を変え対面を避けまし

た。年度の前半は、近隣への散歩も人のいない所を探して行きました。活動が制限され、思い切

り身体を動かすことができない、人との関わりが減るなど療育への影響があり、行事の在り方も

改めて考え直す機会になりました。年度の後半は、どう工夫をしたら子ども達の育ちに必要な人

との触れ合いの経験が創り出せるか知恵を絞り、喜楽庭施設の玄関前と庭の広い空間を有効に使

うことにしました。短時間ではありますが、成人部さんや高齢者さんにも協力していただいてク

リスマス会、獅子舞、豆まきと楽しく活動ができ、子ども達の胸に豊かな体験を刻むことができ

ました。今年度の大きな計画だった、親御さん同士の交流は残念ながら見合わせましたが、その

分、日々の療育の様子を丁寧にお知らせし、子育ての悩みに寄り添いました。また、年中児の親

御さんには個別に放課後等デイサービスの見学会を実施し、就学の準備について一緒に考えるこ

とができました。今後も工夫しながら成長発達に欠かせない、人との繋がりの持ち方を工夫し、

子ども達や親御さんの笑顔を創っていきたいと思います。

＜のびっこハウス＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

利用者数（人） 131 160 164

件数（件） 1,465 1,260 1,500

玄関前でトマト狩り

スタッフと児童みんなで!

一人用のプールで水遊び春のお散歩、気持ちいいね

あわあわ遊び かんぱ～い！で水分補給 今年は外でサンタさんや獅子舞登場
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⑤居宅訪問型児童発達支援「のびっこハウス」        （契約者 1名）

令和元年 5 月から 24 時間人工呼吸器を必要とする外出が困難な重度の障がいのある児童の居宅

に訪問しています。

コロナ禍でスタートした令和 2年度、4月に緊急事態宣言が出て 4、5 月は親御さんと相談をして

訪問をお休みしました。6 月から再開をしましたが、以前からのマスク着用・手洗いに加え、訪

問支援員自身が普段から人ごみに行かない、手指消毒の徹底や、訪問時には体調チェックやエプ

ロンの交換、着替えをしてから伺うなど感染対策に気をつけて行ってきました。利用のお子さん

は自粛以外では体調を崩してお休みになることもなく、元気に過ごしました。本人の訪問時の様

子によって、眠い時にはマッサージやタッピングを中心に行い、調子が良くやる気がみなぎって

いる時には、季節の製作や、本人の意思を尊重し大好きなアプリゲームで指を動かし楽しみまし

た。今年度はコロナが落ち着いている時期や平日の空いている場所を選んでご家族でお出かけを

する機会も増え、皆さんの笑顔や楽しみが増えてよかったです。今後もコロナ禍で感染に気を付

けていきながら、楽しく色々な体験ができるように支援していきたいと思います。

<居宅訪問型児童発達支援> 平和 30 年 令和元年 令和 2年

利用者数（人） 0 11 9

件数（件） 0 41 36

大好きなアプリゲーム♡

ツリーを飾ってクリスマス会 新年会でコマ回し

にじみ絵
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（５）本事業（助け合い事業・制度外）

①家事支援･介護全般訪問               （契約者 356名）

本事業は、活き生きネットワークの前身である“働く母の会”から変わらず、「困った！」の考

えの元にある助け合い活動です。家事のお手伝いや、ベビーシッター、一緒にお墓参りに行っ

て欲しい、一緒に片付けをして欲しいなど、さまざまなご依頼にお応えします。

令和 2 年度は、令和元年から引き続きコロナの影響で依頼件数が減少しました。数年続いてい

た、てんかんセンターさんや、わらしな学園さんの入所中の方の支援も、昨年から停止したまま

です。定期的に家事支援に入っているお宅は変わらずお伺いした方もいらっしゃいますが、中

には新型コロナで旦那さんが在宅勤務となった為に、利用が中止となられた方もいました。

3 月にドリーム会員の利用料金値上げのお便りを会員さんに郵送させていただきましたが、値上

げによって辞めたいという方はいませんでした。「辞めようかと思いましたが、ほっと通信でイ

ベントの情報が欲しいので継続します。」という方もいらっしゃいました。

新規の相談の中で多かった内容は、「出産時に県外から親が手伝いに来てくれる予定でしたが、

コロナで来ることが出来なくなってしまったので、このままだと不安です」といったお話でし

た。「県外から来た方と接触すると、1 ヶ月健診も予定通りに受けることができないと言われた、

親もこんな時期なので手伝いに行くことが怖い、夫は忙しくて休めないと言う、どうすればい

いのか」精神的に追い込まれているお母さんもいました。出産はお母さんだけが耐えるもので

はなく、一生に何度もあるものではないから、ちゃんとご自分の気持ちをご家族と話し合った

方がいいですよ、と寄り添いお話させていただきました。言葉に詰まり泣き出してしまうお母

さんも多く、コロナ禍での不安が多いことをまた実感しました。

<家事支援・介護全般訪問> 平成 30 年 令和元年 令和 2 年

利用者数（人） 908 902 646

件数（件） 4,081 3,747 3,184

今から夕ご飯です

猫の具合はどうかしら？

毛布足そうかしら？

お弁当を小分けに

して温め直します

お部屋の遊具で

遊びます♪

外の猫もご飯だよー♪
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②託児ルーム「エンジェルハウス」         （喜楽庭 1階、定員 8名）

エンジェルハウスは、短時間からお子様をお預かりする託児ルームです。

コロナ禍の今年度は不要不急の外出や兄弟の学校行事も少なくなった為、一時預かりのご利用が

激減しました。それでも親御さんがお仕事をされている月決めのお子さんは引き続き利用があり

ました。お預かりするにあたり、静岡市からのコロナ禍の登園についての基準をもとに、ご本人、

ご家族の体調や、県外への外出等について、聞き取りを丁寧に行いました。まだマスクの着用が

難しい年齢のお子さんが多いですが、散歩先は児童館などの室内は避けたり、公園も人数が少な

いところを選んだりと出来るだけ人との接触や密を避けて活動してきました。室内では、おまま

ごとや一緒に絵本を見たりと、密になる子ども同士の関わりを制限することは難しいですが、玩

具の消毒を徹底したり、食事の時は対面で座らないよう配置し、午睡の時には間隔をあけたりパ

ーテーションをしたりと、できるところの感染対策を行ってきました。毎年賑やかな喜楽庭合同

の夏祭りやクリスマス会、普段の高齢者さんとの朝の会も密を避けるためできなくなりました。

それでも楽しめるようにクリスマス会や節分などはお庭で行い、少しでも高齢者さんの姿が見え

る窓越しでも一緒の時間が共有できるように、例年とは違う形で行いました。戸外で開放的に行

うなど今年ならではの経験ができ、いつもとは違った子どもたちの笑顔が見れました。年度後半

にはご兄弟の学校行事等での一時預かりの利用も戻ってきました。まだまだコロナ禍は続きます

が、これからもアットホームで安心して預かれるエンジェルハウスでいられるように努力してい

きたいと思います。

＜エンジェルハウス＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

利用者(人)

月決め保育 40 43 40

一時預かり 116 146 91

計 156 189 131

件数（件)

月決め保育 545 594 608

一時預かり 241 454 214

計 786 1,048 822

あかちゃんかわいいね人が少ないところで楽しみました

高齢者さんとの触れ合い高齢者さんとクッキーづくり
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③リフォーム部

リフォーム部は、専門的な清掃、工事を中心に家庭内の困り事に対応しています。現在はつばさ

静岡さんなどの定期清掃を主に不定期清掃も行っています。就労支援にもなっています。

令和 2年度のつばさ静岡清掃では、各地の入所施設で新型コロナウイルス感染症クラスターが起

きている背景から、今まで以上に除菌作業を徹底して行いました。スタッフや来訪者が触れるド

アノブや、水回りはもちろんのこと、利用者が生活をしている床面も丁寧に清掃を行いました。

施設内清掃をするということで、感染症を拡げないよう心掛けて作業をしました。清掃スタッフ

の退職もありましたので、今後新スタッフ育成が課題となります。

工事では介護保険や総合支援、本事業利用をされているご家族から相談がありました。内容とし

ては高齢になったことで、庭の手入れが出来ず困っている、ヘルパーさんが入るにあたり床が抜

けそうで危ない為補強をして欲しい、2 階にあるエレクトーンを 1 階へと下ろして処分して欲し

い等、依頼はそれぞれでした。喜楽庭の老朽化部分の修繕や、事務所ワックス清掃、エアコン洗

浄等も行いました。

また家庭内の清掃、施設内の清掃では、清掃の仕上げにワックス作業をするケースが多く、施工

させていただきました。ベテランスタッフが退職したことで、これから色々な事に対応出来る職

員を増やす為にも、他部署と協力してやっていきたいと思います。

＜リフォーム＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

件数

（件)

清掃部門 122 130 137

工事部門 20 13 15

つばさ静岡清掃、床の汚れも丁寧に清掃します

庭木の剪定、家庭内清掃、ワックスがけ等、様々な依頼に対応できるよう努めています

防草シート敷き替え

(喜楽庭の庭)

施行前

施行後
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④みんなの居場所＆こども食堂「もぐもぐキッチン」

令和 2年の緊急事態宣言と共に居場所としてのキッチンは様々な提供方法を考えました。店内で

の飲食はやめ、外にテントを張り、テーブルは1人使用もしくはパーテーション使用にしました。

食事は基本的にテイクアウトにしました。レストランスタイルとは異なり、決められた時間に販

売をする為、調理開始時間を早くし、メニューにも工夫が必要でした。

外食控えの傾向がみられた為か、お弁当販売は好調で、短時間で完売してしまい、お断りする日

もありました。世の中の流れで必要とされている方法での提供をしながら、原点である居場所の

提供のタイミングを模索していました。そんな中、玄関横にテラスを設置しました。少人数定員

ですが、落ち着ける場所として喜んでいただいています。いつまでも皆様の笑顔に会えることを

望みながら温かい食事と暖かい心の提供を心掛けていきます。

テント下で３密を避けて テラス席でお弁当&喫茶

もぐもぐ誕生日会
人気のちらし寿司  

お弁当のテイクアウト販売 日替わり弁当(ご飯選べます)
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⑤福祉有償運送

公共交通機関をひとりでは利用しにくく、活き生きネットワークの会員登録と静岡市福祉有償運

送会員登録をされた高齢者(介護認定を受けている方)、障がい児・者(手帳保有者)を対象に、必

要な場所への移送を行っています。

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響で、外出自粛をされる方が多く旅客の運送数が減少し

ました。障がいの重さによっては自粛ができなかったり、透析等通院をしなければいけない等

どうしても利用しなければいけない方のご利用がありました。安心して乗車していただけるよ

う、運行前の体調チェック、手指消毒、乗車時のマスクの着用、換気を徹底して運行しまし

た。運行前後には、つばさ静岡清掃でも使用している除菌剤アクセルを使い、車輛の除菌作業

を行っています。冬には窓を開けての運行が難しいことから、社有車全車に車用空気清浄機(プ

ラズマクラスターイオン発生器)を設置しました。

現在では自粛されていた方もいつもの利用に戻り、安心して乗車していただけています。

また団体としては、有償運送許可登録の更新年となり、改めて旅客名簿・運転者名簿の見直し

をして、陸運局へと登録を行いました。車輛管理として、老朽化が進んでいる車輛の入れ替え

を 2台行いました。

コロナ禍で活動が制限されることが多くなりましたが、旅客の生活に支障が無いよう、これか

らも予防をしながら務めていきたいと思います。

＜福祉有償運送＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

会員登録者数（人） 52 46 40

運転協力者数（人） 25 24 21

車両数(台) 6 6 6

運送目的別

人数（人)

通 院(人) 159 146 137

通 学(人) 102 113 31

その他(人) 314 333 184

合 計(人) 575 592 352

有償運送を利用してお出かけです 外出先に行ってきます！
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密をさけて登録会を開催 感染症予防対策研修 おススメの絵本を紹介

(６）委託事業

①静岡市緊急サポートセンター事業（静岡市子ども未来局子ども未来課）

子どもが病気で保育園には預けられないけど仕事は休めない、急な残業で保育園のお迎えや、

その後のお世話ができないなどの、働く親御さんの困った！をサポートするため、まかせて会員

をコーディネートして自宅に派遣、お子様を見守ります。

新型コロナウイルス感染症のまん延の為、令和 2年度は大幅に依頼数が減りました。毎年流行す

るインフルエンザでのサポート依頼はなく、季節ごとに流行する疾患もほぼ依頼はありませんで

した。依頼の減少の理由としてあげられることは、ご家族に発熱等の症状がみられると出勤がで

きない、マスク着用と手洗い手指消毒を徹底することで飛沫感染が減ったこと、不要不急の外出

を避け、人との接触が減ったことが考えられます。ご家族の中には依頼を戸惑う方も多く、熱が

出ただけでコロナ感染者と疑われるのが心配で依頼ができなかったという方も多くいました。

新規登録の方の中には、仕事が在宅ワークに切り替わった方が多く、サポート依頼の内容が変わ

りました。在宅ワークでも、会議の時などは子どもをみることが難しい為、まかせて会員が伺う

ことで安心して仕事ができたと 多くの声をいただきました。

出張登録会は 4 回行いました(9 月、12 月、2 月、3 月)。支援スタッフ研修会は、時期をずらし

て 2回行うことができました(10 月、3月)。登録会の人数は昨年度より大幅に減りましたが、コ

ロナ禍でも復職をするご家族にとっては、大きな安心材料となることが改めて分かりました。研

修会は、コロナの感染状況を見ながらの開催でしたが、講師の先生方のご協力もあり無事に開催

することができました。講義内容も、コロナ禍ならではの話が加わり、今知りたい情報を勉強で

きたという前向きな声があがりました。機関誌「かけつけ TAI」を 3回発行しました。

コロナウイルスも変化し、子どもも感染しやすくなっています。今後も最新の情報に注意しなが

ら、ご家族の困ったに寄り添っていきたいと思います。

＜緊急サポートセンター＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

おねがい会員（人） 1,477 1,554 1,524

まかせて会員（人） 196 204 200

計（人） 1,673 1,758 1,724

サポート実件数（人） 274 246 65

もぐもぐの栄養士さん、

食育の大切さをお話して

頂きました

こどもの遊び、可愛いマスク作り
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②静岡市清水病児・病後児保育室「虹いろ」（静岡市子ども未来局こども園課）          

定員 3名(緊急時 4名迄)

静岡市から委託を受け、清水区天神にて運営しています。お子さんが病中または病気回復期

であり、保護者が就労等の理由で保育が必要になった場合に、お子さんをお預かりして必要

な看護や保育を行っています。

令和 2年度は､新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言によって、４月からの利用人

数が大幅に減少しました。原因としては、企業の休業や在宅ワークの推奨、家族が体調不良の場合

は、休暇を取るなど社会全体の変化に加え、マスクの着用、手指消毒をきちんと行う日常生活が子

ども達の間にも浸透した為、毎年多発する夏のウイルス感染症、冬のインフルエンザの流行が抑

えられたことなどが大きいと思います。その一方で、休暇が取りにくい職種の方や、高齢の祖父母

には感染が怖くて預けられないなど、病児を抱え困っている方々からは、虹いろで預かってもら

えて助かったという声を頂きました。子ども達もまた虹いろに来ることを楽しみにしてくれてい

ます。

利用人数が減っている中、より多くの方に虹いろを知って頂く必要があると考えています。感染

の不安から利用をためらう方にも病児保育の安心・安全さを理解して頂けるよう誠意のこもった

対応を心がけました。

＜虹いろ＞ 平成 30 年 令和元年 令和 2年

利用者(人) 211 204 41

件数(件) 389 392 142

今年は、手作りおもちゃをたくさん作りました

髪をとかしてくれてます工作をする小学生 ドミノをしています
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2．人材育成・能力向上支援

①いきいき研修会
新型コロナ感染症拡大の状況のなか、3密を避けるため、広い会場で感染対策ガイドライン

に基づいて、緊急性・必要性の高いテーマに絞って 5 回開催しました。

感染症予防対策（2 回）コロナ禍での活動のありよう（2回）救急法講習（1 回）について、

緊張感をもって学び業務に活かしています。

その他、部門別事例検討会、介護の知識・技術の向上、コミュニケーション技術、法令順守

等予定していましたが、来年度以降に延期とさせていただきました。

＊6/19  これからのより良い介護に向け（及川ゆりこさん、参加 36名）

      ・新型コロナ感染症拡大防止の為のＢＣＰ(事業継続計画)や、一人ひとりが不安

に思っていることなどについて意見交換を行い、より良い介護技術について学

びました。

      ・受講後レポートからは、利用者さんの命を預かっている怖さを感じてどうある

べきか迷っていましたが、仲間と相談して BCP の体制づくりを協力して進め、

感染防止策を徹底していくことの大切さを痛感しました。

＊7/31 今できる感染症予防対策は何か (奥健児さん､参加 50 名))

・開催要望の多かった感染予防対策について、新型コロナ感染症対策初動・隔離対

応について、施設クラスターの実例や予防について解説していただき、どう対応

しなければならないか等について、実践的に学びました。

・受講後レポートからは、新型コロナ感染症対策の現状をお話しいただき、改めて

ウイルスの怖さ、普段の対処法の違いにも気付かされました。ドアノブ等の都度

消毒、ユニフォームの毎日洗濯、手洗いの仕方など、予防対策をしっかり守り実

践することを一人一人が再認識する良い機会となりました。受講した職員から、

自分や周りの人の健康と安全を守るよう、緊張感と責任感を持って行動してい

きたいとの声が寄せられました。
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＊9/18 心豊かに活動するには（渡辺豊博さん、参加 34 名）

・内外の NPO の情勢、市民を主体とする市民活動の成長を願う思いなど、情熱的

にお話しくださいました。

・受講後レポートからは、富士山の環境問題を市民・行政に訴え、バイオトイレ等

を設置できたように、NPO にしかできないことをもっと考えていく必要を感じま

した。現在の地域社会の問題点、会員や地域の方々の困ったことを感じ取り、時

には訴え行動していくことも NPO として在るべき理由の一つだと思いました。

といった声が寄せられました。

＊10/16 救急法短期講習（心肺蘇生＋AED）(日赤救急法指導員さん、参加 34 名)

      ・突発的な事故等いざという時にどう対処するか、傷病者の観察の仕方、一時救命

処置(心肺蘇生法、AED を用いた電気ショック等)の救急法について実践的に学び

ました。

・受講後レポートからは、AED、心肺蘇生など研修を受講したことはありましたが、

繰り返し学ぶことで、急変時に落ち着いて対応できるよう身に着けていきたい

と思います。

  ＊12/11 新型コロナ感染症対策 （感染症管理認定看護師 濱田真由美さん、参加 40名）

・クラスターや重症化の症状・原因､その後の予防対策について解説していただき、

現場の実状に即した対処方法について学びました。研修の様子をビデオ撮りし、

後日欠席した職員が視聴しました。

・受講後レポートからは、インフルエンザとの違い、コロナ感染症の特徴・接触・

飛沫・空気感染の予防対策、手洗いの 5つの原則等、感染予防対策を繰り返し徹

底していくことが最も有効であることを確かめました。
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②資格取得・外部研修の支援
1 人でも多くの職員が介護等の実践的な知識と技術を習得し、現場の実務に活かすことがで

きるよう団体として支援を行っています。

職員の申し出等により、資格取得支援、外部研修・講師派遣を行いました。
                                 

  <資格取得者>(19 名)

介護職員初任者研修(4 名)          介護福祉士国家試験(2 名)

実務者研修(2 名)                    同行援護従業者養成研修応用課程（1名)

甲種防火管理新規講習者 (1 名)     乙種防火管理新規講習者(2 名)

児童発達支援管理責任者(1 名)    甲種防火管理新規講習者(1 名)

児童発達支援管理責任者更新研修(3名) 相談支援従事者初任研修(1 名)

発達支援コーチ初級講座(1 名)

  これにより、在籍職員 105 名の内、介護職員初任者研修(ﾍﾙﾊﾟｰ 2 級)75 名、介護福祉士 25 名、

保育士 20 名、実務者研修 9名、幼稚園教諭 7 名、ケアマネジャー3 名、社会福祉士 1 名他が

福祉関連の資格保持者となりました。

<外部研修>

介護予防支援、介護予防ケアマネジメント業務に関する手順(ｹｱﾏﾈ)

静岡市認定調査員新任研修(ｹｱﾏﾈ)   民生委員とｹｱﾏﾈｼﾞｬｰとの顔合わせの会(ｹｱﾏﾈ)

介護報酬改定のポイント(ｹｱﾏﾈ)       ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄと訪問入浴についてｵﾝﾗｲﾝ(ｹｱﾏﾈ)

静岡市障がい者協会研修会書面(自立支援) 静岡市番町市民活動ｾﾝﾀｰ研修会(事務局)

静岡県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会研修会(事務局)  訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協議会地域交流会(訪看)

静岡県訪看ｽﾃｰｼｮﾝ管理者研修他(訪看) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ研修会

人工呼吸器の取り扱いについて(訪看) 障がい児等療育支援事業所研修会(のびっこ)

  静岡県小児摂食嚥下勉強会ｵﾝﾗｲﾝ(にこにこ)講師派遣 1 名(にこにこ)

③人材育成等に関わる規定の整備他
・認定 NPO 法人の認定(平成 28 年)を機に、時代に即した各労務規程の整備を進めてきまし

た。これまで、賃金規程整備、人事考課規程・人事考課シート整備をしました。令和 2年

度は､人事考課評価シートを等級別に改定し、代表等による個別面談を行いました。                                                                                                                             

これからも、職員がやりがいをもって安心して働くことができるよう、社労士さん、外部

委員さん等の助言を頂きながら、人材育成に関わる環境整備を進めていきます。

・正会員(理事・評議員さん)の NPO 法上の社員としての位置づけ・権能を明確にする為に定款

の変更を行いました。これまでも、正会員さんは理事会・総会に出席していただいていまし

たが、評議員さんは付則での記載のみでした。これを改め、定款(本編)に評議員の権能等を

記載し変更登記しました。

正会員は 54 名。内、理事・監事 22名、評議員 32 名(内、職員 16 名)です。

④外部の委員会、協議会メンバーとして参画、講師の派遣

地域の NPO・福祉関連団体等が主催する協議会･連絡会のメンバー会員として参画し、各分野

の関連機関の方々等との情報交換、意見交換に参画しています。令和 2年度は、会議・研修

会は、延期・中止もありましたが、一部リモート等で参加しました。
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<外部委員会、協議会メンバーとして参加>

静岡市放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ連絡協議会    静岡市児童発達支援事業所連絡会

安東地区社会福祉推進協議会        安東地区福祉推進協議会

静岡市社会福祉協議会          静岡県訪問看護ステーション協議会

静岡市番町市民活動ｾﾝﾀｰ入居団体審査会   静清信用金庫総代会

静岡市番町市民活動ｾﾝﾀｰ運営委員会     全国重症心身障害児ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ

静岡県公益法人認定等審査会(委員)     静岡市障害者施策推進協議会(委員)

(学法)国際ことば学院(監事)        静岡県肢体不自由児協会理事(理事)

しずおか男女共同参画推進(専門部会)    福祉移動サービスネット静岡(監事)

しずおか男女共同参画推進(全体会)     (特非)静岡県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会理事会(理事)

  

3．理事会・総会、安全衛生委員会等

①総会・理事会
*総会は、議決権を持つ正会員（理事･監事､評議員）出席により､定款に定められる事項

の議決を行っています。

・通常総会は、事業報告及び活動決算報告（毎年 5月）

・予算総会は、事業計画及び活動予算･補正予算等の決定（毎年 3月）

*理事会は、理事及び評議員出席により毎月定例開催。

・奇数月は、理事･評議員全員による、報告事項・審議事項(土曜 10 時)

・偶数月は、理事･評議員（外部の方）による審議事項・情報交換(木曜 18 時)

・令和 2 年度は 12 回開催しました。

4 月 23 日（木）理事会(いきいき研修室 10 名)

報告事項 ・活動状況報告

審議事項 ・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症への対応について(感染症対策協力の通知案等)

・定款変更案について(定款本編に評議員の権能役割の明記)

5 月 30 日（土）理事会・通常総会(B-nest 32 名)

理事会にて審議可決後、通常総会に付議・決議しました

議案  ・第 1号議案「令和元年度事業報告案」

・第 2 号議案「令和元年度決算報告案」

  (理事会にて承認後、総会議案として議決)

5/30 理事会･通常総会(B-nest 32 名)

外部委員会にリモートで参加
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6 月 25 日（木）理事会(B-nest 14 名)

報告事項 ・活動状況報告

審議事項 ・定款変更登記案(第 5条、第 14条、第 21 条、細則）

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の第 2波対応について

(県外からの往来する利用者家族への対応等の基準について)

7 月 18 日（土）理事会(B-nest 23 名)

報告事項 ・活動状況報告

      ・部門別活動状況報告

審議事項 ・交流催事について（ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄの再開の判断について審議）

   ・もぐもぐ ｷｯﾁﾝのありよう(弁当ﾃｲｸｱｳﾄ販売、ﾃﾝﾄ下での食事)

8 月 20 日（木）理事会(ｱｲｾﾙ 21 13 名)

報告事項 ・活動概況報告         

審議事項 ・感染症対策の緊急包括会支援（環境整備等助成申請の内容について）

交流行事の検討（ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄの感染症対策と運営方法について）

9 月 26 日（土）理事会(B-nest 23 名)

  報告事項 ・活動概況報告

      ・部門別活動状況報告

審議事項 ・令和 2年度重点施策の進捗状況

   (年度計画重点施策の進捗状況)

10 月 22 日（木）理事会(喜楽庭 15名)

報告事項 ・活動概況報告

審議事項 ・ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄの運営方法（来場者へのお願い他）

11 月 28 日（土）理事会(B-nest 21 名)

報告事項 ・活動概況報告

・部門別活動状況報告

審議事項 ・上期部門別収入状況(コロナによる収入の影響状況について)

・SDGs 宣言事業所登録の検討

12 月 17 日（木）理事会(喜楽庭 13名)

報告事項 ・活動概況報告

審議事項 ・本来事業助け合い事業のありよう(本来事業の課題と対応について)

1 月 23 日（土）理事会(ｱｲｾﾙ 21 24名)

報告事項 ・活動概況

      ・部門別活動状況報告

審議事項 ・令和 3年度事業課題について

(会員料金、人員体制、感染症対策 他)

・SDGs 宣言書申請（案）について

11/28 理事会(B-nest 21 名)

1/23 理事会(ｱｲｾﾙ 24 名)



28

2 月 25 日（木）理事会(ｱｲｾﾙ 21 16 名)

報告事項 ・活動概況

審議事項 ・本事業料金改定、ﾍﾙﾊﾟｰ時給の変更

      ・寄付金を財源とした新たな取組み

             (生活困難な家庭に対する支援策について検討)

3 月 27 日（土）理事会・予算総会(B-nest 28 名)

理事会にて審議可決後、予算総会に付議・決議しました

議案  ・第 1号議案「令和 3 年度事業計画案」

     ・第 2号議案「令和 2 年度補正活動予算案」

・第 3 号議案「令和 3年度当初予算案」

②安全衛生委員会
安全衛生委員会は、労働安全衛生法に基づき職員の安全と健康の課題や要因等について情

報を共有し､快適で安全な職場環境に改善を進める委員会です。

＊令和 2年度は、主なテーマとして新型コロナ感染症対策について、続的に進めました。職

員の健康状況(職場巡回、健康診断結果等)､ヒヤリハット･事故報告､施設改修､健康診断結

果等について 12 回開催しました。

・4月 20 日（月）

①全国緊急事態宣言を受けて、職員通達・利用者(8 部門)へのお願い文について

②雇用調整助成金の特例について

③ヒヤリハット 1件(外出時に児童から目を離す)

事故報告 1 件(送迎下車後に転んで怪我)

苦情 1件(利用時のお迎え車両のアイドリングの騒音)

・5月 18 日（月）

① 職員の退職・産休に伴う人員体制について

② ヒヤリハット 2件(送迎車両のドアに手を挟む、送迎車輛の擦り)

・6月 15 日（月）

① 健康診断実施日について(11 月～12月で申し込み)

② 防災訓練実施内容について(7/1、コロナ禍での避難方法等)

③ 事故報告 1 件(送迎後の追突)

・7月 13 日（月）

① 職員の健康状況(腰痛、妊娠中の体調)

② 新型コロナ感染予防対策(空気洗浄機の見積り、フリーマーケット開催の検討等他)

③ 事故報告１件(対人接触事故)

・8月 17 日（月）

① 職員健康状況(メンタル不調で通院、熱中症、外科手術後のようす)

② 緊急包括支援助成の対応について(支援提供支援助成)

③ 施設改修工事について(喜楽庭雨漏り補修、もぐもぐひさし工事)

④ ヒヤリハット１件(職員の熱中症)

3/2７理事会・予算総会(B-nest 28 名)
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・9 月 28 日（月）

① 職員の健康状況(メンタル不調で通院、体調不良で欠勤職員等)

② インフルエンザ予防接種申し込み(10 月～11 月)

③ 苦情報告 2 件(リフォーム清掃、不安定な児童への対応方法)

ヒヤリハット 2件(児童がベンチから足を滑らす、利用者の資料をなくす)

・10 月 19 日（月）

① 職員健康状況(不調職員の休暇、職員の復帰)

② もぐもぐキッチン感染対策改修工事(床面延長工事)

③ 事故報告１件(送迎時の自損接触)、

ヒヤリハット 1件(利用児が施設から鍵を開けて出る)

・11 月 16 日（月）

① 職員の健康状況(喫煙職員の生活指導、ベテランパートの勤務時間減、病気療養

後の復帰状況等)

② 送迎ワゴン車の入れ替え(ノア)

③ 苦情報告１件(送迎時に車いす乗降パネルが出ず児童を待たす)

ヒヤリハット 2件(支援時間延長について保護者と連絡不通、水分補給量ミス)

事故報告 1件(散歩中店舗前の置物を破損)

・12 月 14 日（月）

① 職員健康状況(不調職員の復帰、ベテランパートの勤務時間減について)

② 除菌プラズマクラスターイオン器導入の検討

③ 健康診断結果後の個人面談について

④ 苦情報告１件(マスクから鼻が出でいる)

事故報告 1件(受給者証の紛失)

ヒヤリハット 3件(児童が足を滑らす、圧迫による内出血、荷物を送迎車に置き忘れ)

・1月 18 日（月）

① 職員健康状況(入院手術について 2名)

② 感染症対策の環境改善案の検討(緊急包括支援助成)

③ ヒヤリハット 2 件(利用者の躓き、車椅子から児童が転倒しそうになる)

・2月 15 日（月）

① 入院、手術の予定について(2名)

② 施設改修工事(喜楽庭の蛇口水漏れ、もぐもぐデッキ囲い工事)

    ③ 健康診断結果で再検査の職員について

    ④ 事故報告 1件(物を落下させ利用者出血)

・3月 15 日（月）

① 入院手術の経過について(2 名)

② 新入職員の試用期間後の状況

③ 県外への往来自粛の事前届け出について

④ ヒヤリハット 1件(児童の支援方法)
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③連絡調整会議

＊連絡調整会議は、各部門リーダーが課題を持ち寄り、連携・協力して活動を進めています。

利用者さんに普段通りお過ごしいただけるよう、柔軟な対応を考えながら、運営方法の改

善に努めました。月 1回 12 回開催しました。
   

  ＊事務局会議を随時開催し、全員で運営対策等について情報共有を図りました。

4．主催行事、情報発信活動、SDGs 参加他

①交流行事の主催

＊恒例の行事・親睦会等のイベントは自粛してきましたが、催事ガイドライン(静岡県)に添

った対策(規模縮小、屋外、検温、名簿、手指消毒、マスク着用、リストバンド等)を施し

フリーマーケットを再開しました。会員さん等と久しぶりに対面し笑顔で交流でき、人と

人のつながりのありがたさを実感しました。運営サポート等ご協力に感謝します。

＊クリスマス会、交流運動会、餅つき、研修旅行、寄り合い日等は中止しました。今後はガ

イドラインに沿って安全な開催の検討を進めていきます。

各部門が季節行事や誕生会等について、工夫しながら実施しました。

②自衛消防活動

甲種防火管理者 8 名による施設ごとの自衛消防隊が編成され､活き生きネットワーク全体

で図上訓練を実施し、防災マニュアルの改訂･周知を行いました。

コロナ禍の自衛消防机上訓練を 3 回行いました。居室内での安全確保の手法、各施設から

一時立ち寄り所までの避難･安否確認手順､救護応援の伝令、訪問業務時の避難場所と連絡

方法等々について検討し、防災マニュアルの改訂をしました。これからも施設別防火管理

体制で継続的に検討を進めていきます。

また、一時避難時の備蓄品の補充メンテナンスしました（水・食料・簡易トイレ等）。

③発信・広報活動

会員の皆様に活動のようすや予定等をお伝えし、活き生きネットワークの活動をより身近

に感じていただくよう、定期的に発信しています。        

＊ほっと通信 No110～114 の 5 号発行(4/25、6/25、8/31、10/25、1/25)

＊緊急サポート機関誌「かけつけ TAI」を 3 回発行しました(6/30、1/27、3/25)

＊ホームページをメンテナンスし、活動の様子を発信しました。

「活き生きﾈｯﾄﾜｰｸ日々の出来事｣ﾌﾞﾛｸﾞによる日々のようすを発信(ブログ更新 18 回)

(トヨタラクティス)
福祉車両寄贈

(人形焼))

(㈱ﾐﾎﾐさんより

(人形焼))

11/7 フリーマーケット(活き生き駐車場､来場者 160 名(会員 99 名､一般 61 名)
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④ＳＤＧｓへの参加啓蒙活動

活き生きネットワークは、令和 3 年 2 月 1 日に SDGs を推進する事業所として宣言しまし

た。当団体は 5つの目標を掲げ、「誰も置き去りにしない社会」づくりを目指すことを宣言

します。

＊「すべての人に健康と福祉を」

さまざまな家庭内の困りごとのサポートを通して、「誰も置き去りにしない」健康と

福祉の地域活動に取り組んでいきます。

＊「住み続けられる街づくりを」

  住み慣れた所で生涯を通して暮らせるよう、高齢者・障がい者・子育て支援・本

来事業（助け合い活動）等を通して、生涯を寄り添う活動を進めていきます。

＊「ジェンダー平等を実現しよう」

「しずおか男女共同参画社会づくり宣言事業所(静岡県男女共同参画推進事業所)」

登録し、男性も女性も個性と能力を十分に発揮しいきいきと活躍していける活動

を推進していきます。  

＊「飢餓をゼロに」  

みんなの居場所&こども食堂「もぐもぐキッチン」は、日替わり弁当を提供し栄養

バランス改善・居場所づくりの応援をしています。また、食材卸業者等から食材

の提供を頂き､食材ロス削減に努めていきます。

＊「パートナーシップで目標を達成しよう」。

  活き生きネットワークの活動は、さまざまなＮＰＯ・関連団体、人と人との連携

によって活動しています。多様なパートナーとの連携の実践を積んでいきます。

H29 年 2

月 1 日ｵｰ

静岡市 SDGs 宣言事業所のサイン

静岡市 SDGs 宣言証
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